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はじめに 3

　全国で地域の高齢化が叫ばれる昨今、町並みは

地域の活性化を考える上で重要な資源である。

　そうした町並みを活用していく上で防災は重要な

観点となる。

といった課題を抱えている。

はじめに

　災害に対する危機意識が高まる中で、

①担い手不足による防災活動継続への懸念

②各地域における災害の多様化

　全国の重伝建地区における①地域活性化（担い手確保）、②過去の災害

履歴、③防災活動の現状と課題について把握し、データの蓄積と地域が持

続的な防災活動を行う為の仕組みづくりを模索する。
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　名称
全国重要伝統的建造物群保存地区における
歴史的町並みを活かしたまちづくりと防災活動に関する
アンケート調査

目的 全国重伝建地区における体系的な基礎データの収集

実施期間 平成26年 9/27　〜　10/31

配布対象
全国の重伝建地区（平成26年4月現在）を擁する市町村
の行政担当職員

配布数 88市町村108地区 配布方法 郵送

回収数/回収率
62　市町村／70.5　%（市町村数基準）

75　地区／69.4　%（地区数基準）

調査項目
概要

ア)歴史的町並み保存及びまちづくりについて
・歴史的町並み保存の方針
・まちづくりの主体や住民参加
・選定前後のまち、住民の変化

イ)歴史的町並みを活かした地域活性化事業について
・地域活性化の為の取り組み
・参考にしている地区
・高齢化への取り組み
・今後の課題

ウ)歴史的町並みの災害履歴について
・過去災害の時期、種類、状況、被害について
・災害時の反省点や課題
・災害後の変化
・災害の回復状況

エ)歴史的町並みの防災・防災まちづくりについて
・総合防災計画策定の有無
・防災計画において重視した・したい項目
・参考にしている地区
・防災計画策定前後のまち、住民の変化
・総合防災計画策定の際の反省点や課題

調査方法

① アンケート調査

実施期間：平成26年9月27日～10月31日

調査事項：
ア) まちづくり・町並み保存体制について

イ) 町並みを活用した地域活性化について
ウ) 災害経験と対策について
エ) 防災活動と防災計画策定状況について

調査対象： 108件の全重伝建地区(H26.4現在)

　　　　　　　市町村行政担当者

回収率：市町村数基準⇒63/88 件（71.6%）

全国108件中

77 件（71.3%）
(独)科学技術振興機構「伝統的建造物群保存地区にける総合防災事業の開発」

文化庁委託NPO法人関西木造住文化研究会「木造文化財建造物総合防災ネットワーク事業」
の一貫として行った。調査概要 5
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調査対象： まちづくり体制や防災活動、災害経験に特色のある地区 の

調査方法

② 現地ヒアリング調査

調査日程 地区 選定年月日 選定種別 ヒアリング調査対象

平26. 7.23
平27. 1.17

長野県A地区 昭53. 5.31 宿場町 市教育委員会職員

平26. 8. 6
鹿児島県B地区 平 7.12.26 武家町 市教育委員会職員

鹿児島県C地区 平15.12.25 武家町 町並み保存会会長

平26. 8.13 北海道D地区 平 1. 4.21 港町 市都市建設部まちづくり景観課職員

平26. 9.12 兵庫県E地区 昭55. 4.10 港町 市教育委員会職員

平26. 9.18 愛媛県F地区 昭57. 4.17 製蝋町 町並み保存センター職員

平26.11.28 奈良県G地区 平 5.12. 8 寺内町・在郷町 市生涯学習部職員

平26.12.14 石川県H地区 平24. 7. 9 山村・養蚕集落 民族資料館館長

平26.12.17 滋賀県I地区 平10.12.25 農村集落 市歴史文化課職員

平27. 1.16 福井県J地区 平 8. 7. 9 宿場町 市歴史文化課職員

調査事項： アンケート調査事項の詳細・実態調査

　　　　　　　市町村行政担当者 など

地域や選定種別にも偏りのないよう選定
調査概要 7 発表の流れ 8
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地域防災計画策定の実態 9

重伝建地区における地域防災計画策定の

現状を把握する

重伝建地区における防災計画策定状況
防災計画策定済みまたは策定中が52%、策定予定17%、策定予定なしが31%

地域防災計画策定の実態 10

• 未策定地区が約半数(48%)。

• 今後策定に向けた課題は
④担い手の不足(58%)
①優先度が低い(50%)

①優先度が低い

②策定機会を検討中

③関係者との合意形成

④防災活動の担い手不足

⑤保存地区内外の協力体制構築

⑥先進事例の勉強会の実施

⑦その他 3項目まで回答可

Q.防災計画策定の有無をお教え下さい。

Q.今後防災計画を策定する際の課題をお教え下さい。

重伝建地区における防災計画策定状況
防災計画策定済みまたは策定中が52%、策定予定17%、策定予定なしが31%
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• 未策定地区が約半数(48%)。

• 今後策定に向けた課題は
④担い手の不足(58%)
①優先度が低い(50%)

①優先度が低い

②策定機会を検討中

③関係者との合意形成

④防災活動の担い手不足

⑤保存地区内外の協力体制構築

⑥先進事例の勉強会の実施

⑦その他 3項目まで回答可

策定予定なしの地区における

策定しない理由は
広域で定めたものに準ずる

予算人員など体制の不足

Q.防災計画策定の有無をお教え下さい。

Q.今後防災計画を策定する際の課題をお教え下さい。

重伝建地区における防災計画策定状況

Q.防災計画における検討内容は(3項目まで回答可 )？

⑨その他

⑧住民による自主防災活動

⑦非常放送・情報網の整備

⑥避難経路などの整備・周知

⑤土石流対策

④護岸工事や水防訓練

③耐震・構造補強

②住民による初期消火設備の

整備

①自動火災報知設備の設置

⑧その他

⑦地区内空き家率の増加

⑥被災後の避難生活

⑤災害時の避難

④津波による浸水

③台風や豪雨など風水害

②地震時の建物倒壊

①大規模な火災の発生

37件における策定内容は…？

Q.具体的な対策項目は (3項目 まで回答可 )？

地域防災計画策定の実態 12

防災計画策定済みまたは策定中が52%、策定予定17%、策定予定なしが31%

火災、地震、避難対策が多い 初期消火設備設置、耐震補強、

自主防災活動が多い



⑨その他

⑧住民による自主防災活動

⑦非常放送・情報網の整備

⑥避難経路などの整備・周知

⑤土石流対策

④護岸工事や水防訓練

③耐震・構造補強

②住民による初期消火設備の

整備

①自動火災報知設備の設置

重伝建地区における防災計画策定状況

Q.防災計画における検討内容は(3項目まで回答可 )？

⑧その他

⑦地区内空き家率の増加

⑥被災後の避難生活

⑤災害時の避難

④津波による浸水

③台風や豪雨など風水害

②地震時の建物倒壊

①大規模な火災の発生

37件における策定内容は…？

Q.具体的な対策項目は (3項目 まで回答可 )？

自主防災体制構築による自助・共助意識の高さ

火災

地震

水害

避難

地域防災計画策定の実態 13

防災計画策定済みまたは策定中が52%、策定予定17%、策定予定なしが31%

〔要因〕

Q.防災計画策定後に感じた課題や反省点は？

防災計画策定後の課題・反省点

完璧な計画を 策定するのではなく、計画を 基にどれほど整備や
実践ができるかを 考えるべきだと感じた。

防災計画を 事業化する為の財源を 検討する必要がある。

策定後、ようやく初期消火設備整備事業が始まりつつある。し
かし木密地区 で、高齢化や空き家が進み設備整備では対処出
来ないのでは ないか。

防災計画は、伝建地区内の全ての世帯にお配りしましたが、そ
の内容（詳細）が、専門的な用語なども多く、地区住民の方々
に広く伝わっていないこと。

事業実施計画も同時又は続いて策定するべき。

計画の策定のみに留まっている。現状を 照らし合わせ、計画を
見直す必要がある。

行政で策定 した避難場所が、水害時には適さない為、高台の
社寺や高校への避難箇所指定が必要である。

計画を 策定したが、運用に至っていない。

回答地区8/13件において…

地域防災計画策定の実態

防災計画策定後の課題・反省点（抜粋）
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各種災害における課題の抽出と指針の提示
Ⅴ.防災計画策定上の課題

防災計画策定後

•行政の体制(予算・人員)

•地域の実情に合っていない

計画策定後、事業の実施

に至っていない、または

満足でない

〔課題〕

〔要因〕

Q.防災計画策定後に感じた課題や反省点は？

防災計画策定後の課題・反省点

完璧な計画を 策定するのではなく、計画を 基にどれほど整備や
実践ができるかを 考えるべきだと感じた。

防災計画を 事業化する為の財源を 検討する必要がある。

策定後、ようやく初期消火設備整備事業が始まりつつある。し
かし木密地区 で、高齢化や空き家が進み設備整備では対処出
来ないのでは ないか。

防災計画は、伝建地区内の全ての世帯にお配りしましたが、そ
の内容（詳細）が、専門的な用語なども多く、地区住民の方々
に広く伝わっていないこと。

事業実施計画も同時又は続いて策定するべき。

計画の策定のみに留まっている。現状を 照らし合わせ、計画を
見直す必要がある。

行政で策定 した避難場所が、水害時には適さない為、高台の
社寺や高校への避難箇所指定が必要である。

計画を 策定したが、運用に至っていない。

回答地区8/13件において…

画一的な検討事項に捉われない、実践的で無理のない計画

地域防災計画策定の実態

防災計画策定後の課題・反省点（抜粋）
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各種災害における課題の抽出と指針の提示
Ⅴ.防災計画策定上の課題

防災計画策定後

•行政の体制(予算・人員)

•地域の実情に合っていない

計画策定後、事業の実施

に至っていない、または

満足でない

〔課題〕

災害種別毎の特性と課題

過去における災害事例等から防災上の課題を抽出。

16



災害様態と傾向の把握

火災 地震 津波 水害 雪害

17件 12件 1件 14件 6件

34% 24% 2% 28% 12%

伝建物焼失事例
(宇陀市松山)

災害種別毎の特性と課題

Q.平成元年以降に被災した災害種別は？

17

災害様態と傾向の把握

火災 地震 津波 水害 雪害

17件 12件 1件 14件 6件

34% 24% 2% 28% 12%

屋根瓦の剥落
(香取市佐原)

災害種別毎の特性と課題

Q.平成元年以降に被災した災害種別は？
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東日本大震災

災害様態と傾向の把握

豪雨(九州 等)

東日本大震災火災 地震 津波 水害 雪害

17件 12件 1件 14件 6件

34% 24% 2% 28% 12%

台風・豪雨(四国・近畿 等)

土石流と市街地冠水
(塩尻市奈良井)

災害種別毎の特性と課題

Q.平成元年以降に被災した災害種別は？
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災害様態と傾向の把握

豪雪被害(北陸)

豪雨(九州 等)

東日本大震災火災 地震 津波 水害 雪害

17件 12件 1件 14件 6件

34% 24% 2% 28% 12%
豪雪被害(関東)

台風・豪雨(四国・近畿 等)

積雪沈降圧による茅抜け
(白山市白峰)

災害種別毎の特性と課題

Q.平成元年以降に被災した災害種別は？
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災害様態と傾向の把握

豪雪被害(北陸)

豪雨(九州 等)

東日本大震災火災 地震 津波 水害 雪害

17件 12件 1件 14件 6件

34% 24% 2% 28% 12%
豪雪被害(関東)

台風・豪雨(四国・近畿 等)

積雪沈降圧による茅抜け
(白山市白峰)

災害種別毎の特性と課題

地震、水害、雪害などこれまで経験のない災害種別による被災が増加。

それぞれの災害種別に対する個別の防災体制構築の緊急性

Q.平成元年以降に被災した災害種別は？
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各種災害における課題の抽出と指針の提示

伝建物における出火及び
全焼事例が多数

Ⅰ.火災

災害種別毎の特性と課題

火災事例（抜粋）
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「構造特性」・・・木造、老朽家屋など

⇒出火可能性、火災規模へ影響

「配置特性」・・・土塀など視認性の悪さ、高密度

⇒早期発見、火災規模、消防活動に影響

「利用特性」・・・空き家、夜間無人の家屋

⇒早期発見、消防活動に影響

〔要因〕

発生日付 出火原因 時間帯 被害

火
災
事
例

H17.10.29 ロウソク 17:00頃 伝建物 1棟全焼

H18.6.7 落雷 昼頃 茅葺き屋根 27㎡燃焼。

H19.5.26 不明 2棟全焼、 2棟類焼

H20.9.4 漏電 1棟全焼、 1棟部分焼、指定解除

H22.2.18 交通事故 夜間 1軒主屋、土蔵、付属屋、離れ全焼

H22.9.5 調理器具 am4:51 建造物 1棟の小火

H24.2.14 放火 5:33 伝建物の内装･屋根、外壁下見板一部焼失

H26.1.14 ストーブ am9:00 木造家屋 1棟全焼、１棟部分焼、指定解除

H26.7.13 漏電 pm2:00頃 木造家屋 1棟焼失、 1棟部分焼、指定解除

H26.8.17 ガスコンロ pm7:00頃 6棟（全焼 4棟、半焼1棟、部分焼 1棟）

H26.8.20 不明 am1:30 伝建物 1棟全焼、 1棟類焼

発生日付 出火原因 時間帯 被害

火
災
事
例

H17.10.29 ロウソク 17:00頃 伝建物 1棟全焼

H18.6.7 落雷 昼頃 茅葺き屋根 27㎡燃焼。

H19.5.26 不明 2棟全焼、 2棟類焼

H20.9.4 漏電 1棟全焼、 1棟部分焼、指定解除

H22.2.18 交通事故 夜間 1軒主屋、土蔵、付属屋、離れ全焼

H22.9.5 調理器具 am4:51 建造物 1棟の小火

H24.2.14 放火 5:33 伝建物の内装･屋根、外壁下見板一部焼失

H26.1.14 ストーブ am9:00 木造家屋 1棟全焼、１棟部分焼、指定解除

H26.7.13 漏電 pm2:00頃 木造家屋 1棟焼失、 1棟部分焼、指定解除

H26.8.17 ガスコンロ pm7:00頃 6棟（全焼 4棟、半焼1棟、部分焼 1棟）

H26.8.20 不明 am1:30 伝建物 1棟全焼、 1棟類焼

伝建物における出火及び
全焼事例が多数

「構造特性」・・・木造、老朽家屋など

⇒出火可能性、火災規模へ影響

「配置特性」・・・土塀など視認性の悪さ、高密度

⇒早期発見、火災規模、消防活動に影響

「利用特性」・・・空き家、夜間無人の家屋

⇒早期発見、消防活動に影響

Ⅰ.火災

災害種別毎の特性と課題

火災事例（抜粋）

自主防災組織は到着しているが、火災規模に

応じた消防設備の体制が整っていないために

満足に初期消火が行えない。

活発な自主防災組織による消防活動を前提とした消防体制の確立

14:22近隣住民が煙を 見て通報

14:25
自主防災会到着

(消火器による初期消火)

14:28通報出動

14:36消防到着

16:55鎮火

23

〔要因〕

〔課題〕

各種災害における課題の抽出と指針の提示
Ⅱ.地震

被害 反省点・課題

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被
害

土壁剥離、ひび割れ、ブロック
塀崩壊

予算の関係ですぐに修理に着手できなかった建物
はそのままになってしまった。

屋根瓦ずれ・脱落、土壁崩壊・
崩壊、建造物傾斜

当時未選定につき罹災建造物への支援体制が整っ
ておらず取り壊されたものもある。所有者との協議、

被害状況の円滑な把握を徹底したい。

土壁剥落等20件あまり
地震に対する防災意識はこれまで薄かった。耐震
補強を望む声が多くなった。

特定物件等9割に被害
所有者の耐震化に対する関心が非常に高くなって
いる。伝建物の設計管理も含めて対策を立てたい。

土蔵屋根・外壁8棟、石造屋根
2棟等多数

伝統的建造物の耐震性について住民より懸念の
声。耐震補強の必要性を感じる。

伝統的建造物45棟、指定建造
物20棟が罹災

設計管理を市が独占していた為に民間で行うもの
がおらず人手不足で修復が遅延した。

災害種別毎の特性と課題

8地区200棟以上の

伝建物が罹災

地震被害事例（抜粋）
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各種災害における課題の抽出と指針の提示

地震への備えとして

伝建物の耐震性能に対する懸念

地震後復旧対策として

①所有者のバックアップ②復旧予算の
工面③伝建物の設計管理④職能・資材
の調達

〔要因〕



Ⅱ.地震

被害 反省点・課題

東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被
害

土壁剥離、ひび割れ、ブロック
塀崩壊

予算の関係ですぐに修理に着手できなかった建物
はそのままになってしまった。

屋根瓦ずれ・脱落、土壁崩壊・
崩壊、建造物傾斜

当時未選定につき罹災建造物への支援体制が整っ
ておらず取り壊されたものもある。所有者との協議、

被害状況の円滑な把握を徹底したい。

土壁剥落等20件あまり
地震に対する防災意識はこれまで薄かった。耐震
補強を望む声が多くなった。

特定物件等9割に被害
所有者の耐震化に対する関心が非常に高くなって
いる。伝建物の設計管理も含めて対策を立てたい。

土蔵屋根・外壁8棟、石造屋根
2棟等多数

伝統的建造物の耐震性について住民より懸念の
声。耐震補強の必要性を感じる。

伝統的建造物45棟、指定建造
物20棟が罹災

設計管理を市が独占していた為に民間で行うもの
がおらず人手不足で修復が遅延した。

災害種別毎の特性と課題

8地区200棟以上の

伝建物が罹災

地震被害事例（抜粋）
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各種災害における課題の抽出と指針の提示

地震への備えとして

伝建物の耐震性能に対する懸念

地震後復旧対策として

①所有者のバックアップ②復旧予算の
工面③伝建物の設計管理④職能・資材
の調達

〔要因〕

重要文化財・公開建造物の耐震

化改修・補強はなされていても、

一般個人の所有建造物に対す

るものはみられない。

〔課題〕

一般伝建物などの耐震化促進と事前復興体制の構築

罹災日時 被害 対策・課題

水
害
事
例

平2.7 .1
地区内建造物9割に床上

浸水

緊急避難訓練が必要である。住民レベル
で高齢者への声かけ等の取り組みはなさ
れている。

平18. 7 .19
全壊2件、半壊4件、床上
浸水4件、床下浸水17件

沢から雨水と土砂が流出。地区公民館を
倒壊させる等の被害が出し、消防団や業
者による清掃作業と建物所有者による浸
水建物の清掃復旧が行われた。

平20.7 .28
浅野川が氾濫、市内で

2000棟を越える浸水被害
河川堤防の仕切り板改良、管理の複数化
（県・地元）。

平24.4 .4
家屋倒壊、海水流入によ
る浸水被害、家屋瓦屋根

や板塀等の破損

天然記念物及び名勝指定地域の為、護岸
工事が行えない。住民らが自ら気象情報
を得て早めの警戒を行っている。

平25.9 .16
南側山面より土砂崩れ、

街道部分まで崩落
ハザードマップの確認等防災意識の高ま
りが見られる。防砂ダムの整備が課題。

平26.8 .17 約10戸の浸水被害
土嚢積み、床下消毒を行った。上流部の
保水法力の向上が課題。

災害種別毎の特性と課題

水害被害事例（抜粋）Ⅲ.水害

中山間地域での土砂災害などが
近年多発傾向
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各種災害における課題の抽出と指針の提示

〔要因〕
ハード対策

予算・体制の都合上被災前の予防対
策としては行われにくい

ソフト対策

行政職員、住民による声かけや警戒
によって予防対策をとっている

罹災日時 被害 対策・課題

水
害
事
例

平2.7 .1
地区内建造物9割に床上

浸水

緊急避難訓練が必要である。住民レベル
で高齢者への声かけ等の取り組みはなさ
れている。

平18. 7 .19
全壊2件、半壊4件、床上
浸水4件、床下浸水17件

沢から雨水と土砂が流出。地区公民館を
倒壊させる等の被害が出し、消防団や業
者による清掃作業と建物所有者による浸
水建物の清掃復旧が行われた。

平20.7 .28
浅野川が氾濫、市内で

2000棟を越える浸水被害
河川堤防の仕切り板改良、管理の複数化
（県・地元）。

平24.4 .4
家屋倒壊、海水流入によ
る浸水被害、家屋瓦屋根

や板塀等の破損

天然記念物及び名勝指定地域の為、護岸
工事が行えない。住民らが自ら気象情報
を得て早めの警戒を行っている。

平25.9 .16
南側山面より土砂崩れ、

街道部分まで崩落
ハザードマップの確認等防災意識の高ま
りが見られる。防砂ダムの整備が課題。

平26.8 .17 約10戸の浸水被害
土嚢積み、床下消毒を行った。上流部の
保水法力の向上が課題。

自助・共助による予防対策に対する公助支援体制の構築

体制として明確な対策がみられず、

効率的な予防対策手法に乏しい。

災害種別毎の特性と課題

水害被害事例（抜粋）Ⅲ.水害

中山間地域での土砂災害などが
近年多発傾向
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各種災害における課題の抽出と指針の提示

ハード対策

予算・体制の都合上被災前の予防対
策としては行われにくい

ソフト対策

行政職員、住民による声かけや警戒
によって予防対策をとっている

〔要因〕

〔課題〕

積雪補強は伝建物の現状変更
に係る規制から現実的でない

Ⅳ.雪害
災害名称 罹災日時 被害 反省点・課題

平成23年
豪雪

平 23.1月 指定建造物の茅抜け、軒
折損など

豪雪地帯に属し、近年は高齢化により
雪おろしが困難であり、住民が雪に負
けていると感じる。

平 23.1月 空き家の倒壊と瓦など小
規模被害多数

高齢者の雪かき・雪おろしの支援体制
(ボランティアや補助など)を行う必要
がある。

平成26年
豪雪

平 26.2月
特定物件60棟、特定物件

以外59棟
修理が追いついておらず、未だに修理
の目処の立たないものもある。

平 26.2月 雨樋や屋根（下り、風切
丸）等多数の破損

平 26.2月 雨樋の破損など 被災状況の把握を徹底したい。

平 26.2月 屋根の損傷、集落の孤立

市街地への交通網に脆弱な箇所があり、
大雨等でも閉鎖されるケースがここ数
年みられるようになった。防災工事が
追いついていない状況。

災害種別毎の特性と課題

雪害被害事例（抜粋）
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各種災害における課題の抽出と指針の提示

都市部

除排雪作業のノウハウ不足

中山間地域

高齢化や人口減少により、除排雪作
業の担い手が不足が深刻

〔要因〕



地域内で確立した除排雪作業支援体制の構築

積雪補強は伝建物の現状変更
に係る規制から現実的でない

Ⅳ.雪害
災害名称 罹災日時 被害 反省点・課題

平成23年
豪雪

平 23.1月 指定建造物の茅抜け、軒
折損など

豪雪地帯に属し、近年は高齢化により
雪おろしが困難であり、住民が雪に負
けていると感じる。

平 23.1月 空き家の倒壊と瓦など小
規模被害多数

高齢者の雪かき・雪おろしの支援体制
(ボランティアや補助など)を行う必要
がある。

平成26年
豪雪

平 26.2月
特定物件60棟、特定物件

以外59棟
修理が追いついておらず、未だに修理
の目処の立たないものもある。

平 26.2月 雨樋や屋根（下り、風切
丸）等多数の破損

平 26.2月 雨樋の破損など 被災状況の把握を徹底したい。

平 26.2月 屋根の損傷、集落の孤立

市街地への交通網に脆弱な箇所があり、
大雨等でも閉鎖されるケースがここ数
年みられるようになった。防災工事が
追いついていない状況。

災害種別毎の特性と課題

雪害被害事例（抜粋）
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各種災害における課題の抽出と指針の提示

都市部

除排雪作業のノウハウ不足

中山間地域

高齢化や人口減少により、除排雪作
業の担い手が不足が深刻

〔要因〕

豪雪時には、交通閉鎖や除排

雪作業の繁忙により他地域か

らの支援も期待できない。

〔課題〕

防災活動の先進事例

アンケート調査、ヒアリングより防災活動の先進事例をみる

30

Q.防災を目的とした自慢の取り組みをお教え下さい。

31

・防災意識の高さ

・防災拠点の設立

・消防・防災訓練の実施

・自主防災組織の活動

・初期消火体制の構築（設備）

・防災ネットワークシステムの構築

・防災ワークショップの開催

・その他

回答数N=16

　自慢の取り組みのきっかけは、『市街地構成上極端に災害に弱い』、『広範囲の建造

物・伝統的建造物の罹災があった』、『伝統的な祭礼行事との連携』等が挙げられた。

防災活動の先進事例

防災活動の先進事例

災害種別毎の対策指針の提示

Ⅰ.火災―活発な自主防災組織による消防活動を前提とした消防体制の確立―

モデルケース：「生活広場」の整備（G地区）

◆ H26年度の火災では活用されなかった等整備後の活用(維持
管理・運用)について検討・補助が必要。

〔課題〕

木密市街地を形成する地区内に
6箇所の防災拠点を整備

住民・観光客の休憩所兼防災拠点

防災計画策定時から計画的な整備

32防災活動の先進事例



災害種別毎の対策指針の提示

Ⅱ.地震一般伝建物などの耐震化促進と事前復興体制の構築―

モデルケース：「耐震化小委員会」の設置（I地区）

伝建審議会の小委員会として常設

修理修景と併せて構造補強を検討

構造系、建築史の顧問専門家が所属

33防災活動の先進事例

◆耐震改修に係る上乗せ補助がなく、一般に採択される件数
が少ない。

◆施工業者が限られており、震災時の復旧が困難

〔課題〕

災害種別毎の対策指針の提示

Ⅲ.水害―自助・共助による予防対策に対する支援体制の構築―

モデルケース：「総合防災計画」における水害検討（A地区）

過去の災害事例から水害要因を
学術的に分析

消防団による水防訓練を行う

34防災活動の先進事例

◆自主防災組織の水防訓練は行われず、活発な体制が活用さ
れていない。

〔課題〕

災害種別毎の対策指針の提示

Ⅳ.雪害―地域内で確立した自助・共助体制の構築―

モデルケース：「雪おろし」に関する課題（I地区）

対策が無いこと自体が課題

雪おろしの慢性的な担い手不足によ
り

空き家は取り壊し

一時期は融雪設備補助があったが
現在はない

35防災活動の先進事例

◆人的金銭的補助が必要であることは明らかであり、補助金
の導入について検討中。

〔課題〕

防災計画策定指針の提示

モデルケース：官民協働の「防災まちづくり計画」（J地区）

従来の防災計画 防災まちづくり計画

主体 行政＋専門家 住民

委員会 行政＋専門家＋消防 住民＋行政＋専門家

内容

地域の災害特性に合わ

せたマスタープラン（災害
危険性、対策の提示）の
作成。

住民によるWSを元に内容を決

定。行政・専門家はそれらをま

とめる。

公布
策定報告書、パンフの配
布、説明会の実施等

住民自身が策定に関与

活動
行政による整備事業の実
施など

自主防災会による自主防災

デー、消防訓練、近隣火災通
報システム導入等

―画一的な検討事項に捉われない、実践的で無理のない計画―

住民WSが検討内容審議の場
（住民主体）

→自助・共助で出来ることから対策
→普遍的な災害対策に捉われない、

地域ならではの検討項目

過半数が住民からなる委員会
→住民自身の防災意識の向上

実施年次計画の同時策定
→着実な事業実施と優先順位の明確化

36防災活動の先進事例

◆設置機器の更新手法の検討が必
要である。

〔課題〕
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1. はじめに

2. 調査概要

3. 調査結果

　　　　重伝建地区における災害事例

　　　　防災計画策定の実態

　　　　課題に対する防災活動事例

4.  総括
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■ 町並み保存の目的の多様化、地域活性化の手段化。

■ 町並み保存のおける行政主体の現状と官民協働まちづくりへの期待の高まり。

■ 町並みを住民の共通資産、保存を共通のまちづくり指針とした住民意識の向上。

■ 歴史や環境を活かした住民団体による活発な活動と行政によるサポート

総括

総括

■ 火災や地震に加えた各種災害への備えの必要性の高まり

■ 各種災害における全国でみられる課題の把握

火災…活発な自主防災組織による消防活動を前提とした消防体制の確立

地震…一般伝建物などの耐震化促進と事前復興体制の構築

水害…自助・共助による予防対策に対する公助支援体制の構築

雪害…地域内で確立した除排雪作業支援体制の構築

■ 防災計画策定における課題

防災計画策定…画一的な検討事項に捉われない、実践的で無理のない計画
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■ 各種災害における先進事例の提示

火災…① 自主防災活動を想定した設備整備／② 事業実施を見据えた整備項目

の検討／③ 設置機器の維持管理の奨励

地震…① 特別委員会の設置による耐震化の促進／② 事前復興を想定した建設

業者の招集／③ 耐震化事業における上乗せ補助

水害…① 水害発生要因の把握／② 水害想定と予防対策の実施／③ 活発な自

主防災組織による水防訓練の実施

雪害…① 除排雪業者の認可登録／② 除排雪費用の補助事業／③ 補助に係る

基準の設置

■ 防災計画策定における先進事例の提示

防災計画策定…① 地域住民のまちづくり意識の向上／② 自助・共助に重心をお

いた対策検討／③ 事業実施計画の同時策定

■ その他、活発な防災活動の例として、住民による防災活動を基本とした事例を

提示した。

総括

総括


